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平成28年度一般会計予算（6月補正後）の主な事業

総務費
公共施設等総合管理計画策定及び固定資産台帳整備事業

1,292万円
財政課

　市所有の建物や工作物等の固定資産台帳を整備し
「公共施設等総合管理計画」を策定することで、限
られた財源で市民のニーズを踏まえた公共施設の長
期的な運営管理を図ります。

【主な経費】●研修旅費等・・・・・・・・・・・・・・43万円
　　　　　　●計画及び台帳作成委託料・・・・・・1,220万円
　　　　　　　（平成27～28年度　全体契約額　2,646万円）
　　　　　　●概要版作成経費・・・・・・・・・・・・29万円

域学連携地域づくり推進事業
1,125万円

市民協働・交通対策課
　地域と大学等とが連携して地域づくりを推進することで対馬の活
性化を図ります。
　本年度においても短期合宿（「島おこし実践塾」）や学生実習、
学術研究等で多数の学生を受け入れ、その成果を対馬学フォーラム
で還元することで、域学連携の基盤を整えます。

【主な経費】
　●域学連携コーディネート支援業務委託料
　　　　・・・・・・・・・・・・・750万円
　●対馬学フォーラム開催経費・・・・56万円
　●学術研究奨励補助金・・・・・・150万円

対 馬 市

若い活力を求める
地区・事業者の皆様

参加・受入希望の呼び付け

夢をカタチに！
◎受入側：外部目線の若者のアイデアやエネルギーを活かし、地区や事業者の活性化を図ります。
◎学生側：現場での実践活動を通じ、スキルアップを図ります。

・地域や事業所をもり立てる若い人が欲しい！
・学生と一緒に地域づくりや新たなビジネスに挑戦したい！
・既存事業を活性化させたい！
・学生に仕事を手伝ってもらったり、研究してほしい！
・対馬の素晴らしさや現状・課題を学生に伝えたい！

現場に学び、課題解決に
挑戦したい学生

・これからの社会に必要とされる人材になりたい！
・自分に何ができるかを試したい！
・将来、専門性を活かした新ビジネスに取り組みたい！
・離島の現状や課題を知り、離島振興に貢献したい！実習実地

対馬市が、地区や事業者の皆様の課題や期待
を踏まえ、学生向けの実習プログラムを設計

学生募集

受入希望 参加希望

交流を
増やしたい 特産品を

作りたい

人手が
欲しい

実践力のある
人材を育てたい

研究成果を
現場で試したい

こども未来塾事業
121万円

域学連携コーディネータ事業
472万円

市民協働・交通対策課
　島おこし協働隊として「域学連携教育コーディネー
タ」を継続任用し、地域・大学等の協力を得ながら、
主に子どもたちの教育サポートに取り組みます。

【主な経費】
　●島おこし協働隊（1人）人件費・・・・・・347万円
　●島おこし協働隊活動費・・・・・・・・・・125万円

　主に島外の大学生・大学院生の力を活用しながら、
子どもたちの自主・自立の学習意欲と学力の向上を図
り、また、外部の若い人材との交流・対話を通じて、
ふるさと対馬のすばらしさや未来を考える機会を与え、
郷土愛を育みます。

市民協働・交通対策課

【主な経費】
　●大学生の活動経費
　　　・・・・45万円
　●大学生の滞在経費
　　　・・・・76万円
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創業等支援事業

新たな雇用・地域資源の更なる活用

創業
希望者
創業
希望者

3,695万円
未来創生課

　市内における創業や新たな分野への取り組みなどを総合的に支
援することで、新たな雇用や地域資源の更なる活用を図ります。
　本年度は、産学金官が連携した創業支援会議による支援を継続
するとともに、創業支援アドバイザーの派遣、創業等支援事業補
助金にUIターン者への補助上限額優遇制度等を追加し、創業者を
支援するセミナーの開催回数を増やします。

【主な経費】
　●創業支援アドバイザー経費・・・・・・25万円
　●創業支援セミナー開催経費・・・・・122万円
　●創業等支援事業補助金・・・・・・・900万円
　●地域経済循環創造事業補助金・・・2,500万円

交通対策事業
2億712万円

市民協働・交通対策課
　住民の島内交通手段確保のため、予約乗り合いタクシ
ーの運行委託、対馬交通㈱へのバス路線維持費補助、市
所有のスクールバスの空き時間を活用しての自家用有償
旅客運送を実施します。
　また、島外との交通利便性の向上のために、航路にお
ける運賃低廉化に対する補助金や空路のサービス強化や
路線を維持するための航空路維持費補助金を支出し航
路・航空路の活性化を図ります。

【主な経費】
　●乗合タクシー運行委託料・・・・・・・・・・256万円
　●対馬市地域公共交通活性化協議会負担金・・・763万円
　●地方バス路線維持費補助金・・・・・・・1億2,500万円
　●対馬交通㈱バス購入補助金・・・・・・・・2,429万円
　●市運営有償バス運行管理委託料・・・・・・2,420万円
　●県離島航空路維持費補助金・・・・・・・・・500万円
　●博多～比田勝航路運賃割引事業補助金・・・1,472万円

小さな拠点づくり事業（コミュニティ交通の導入）
763万円

市民協働・交通対策課
　市内北部の過疎化・高齢化が顕著な旧伊奈小学校区を
中心とした地域に、地域が運営するコミュニティバスを
導入する実証実験を実施し、住民の移動手段の充実を図
るとともに、空き時間を利用した買い物支援や配食サー
ビス、高齢者見守り事業等の実施を目指します。

ワンストップ相談窓口

対馬市創業支援会議
農　協 森林組合商工会

長崎大学 長崎県立大学漁　協

親和銀行十八銀行慶應義塾大学

長崎県 対馬市長崎県産業振興財団

（未来創生課）

関係機関が連携して総合的な支援を行います

支援の実施

相談

・事業計画作成支援
・補助金申請支援
・各種手続き支援　など

経営安定に向けて
支援を継続します

事業開始

新たな
商品を開発
したい

新しい商売を
始めてみたい

販路を
広げたい

でも、どこに
相談していいのか
分からない。。。

市役所に専門窓口をつくりました

【主な経費】
　●車両購入（10人乗りワゴン車）・・・・・・・381万円
　●コミュニティ交通導入支援業務委託料・・・・134万円
　●コミュニティ交通運行委託料・・・・・・・・219万円

毎日運行。1日3～4便程度田ノ浜 志多留 仁 田

比田勝方面

厳原方面

仁田
診療所

縦貫線と接続

対馬太郎ですが
明日の1便で
○○○まで
お願いします。

わかりました！
○時○分ごろ
△△のバス停で
お待ちください。

予約が必要
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災害対応型再生可能エネルギー設備整備事業
3,576万円
未来創生課

　対馬市防災計画において避難所として指定されている比田勝小学校
に蓄電池を設置し、災害時に避難施設の電力が喪失した際にも最低限
の電力【照明・情報通信（テレビ・携帯電話充電など）】を確保する
こと及び蓄電池の性能評価等を目的とします。あわせて、電力消費量
の少ないLED照明を災害時用の非常用照明として整備します。

【主な経費】
　●監理業務委託料・・・・・・・167万円
　●設置工事費・・・・・・・・3,364万円

【主な経費】
　●センターIP告知放送システム機器更新
　　　　・・・・・・・・・・・6,799万円

【主な経費】
　●低炭素機器等導入事業費補助金
　　　　・・・・・・・・・・・1,500万円

CATV設備リプレース事業
6,799万円
財産管理運用課

　対馬市CATVが提供するIP電話、IP告知放送等の安定運用を図る
ため、耐用年数を経過したセンターIP設備の更新を行います。

低炭素機器等導入費補助金
1,500万円
未来創生課

　事業所や集合住宅の共用部分などに導入するLED照明及び薪・ペ
レットストーブの導入に係る事業費の一部を助成し、低炭素機器等の
導入促進を図ることにより、地球温暖化効果ガスの削減とともに新た
な環境産業の創出を図ります。

縁結びプロジェクト事業
600万円

つしま縁結びプロジェクト実行委員会

市内関係機関による実行委員会を組織

●島内外女性と島内男性との出会いの場を複数創出
●年間を通したイベントの開催（年齢別イベント等の検討）
●実行委員会内組織イベントへの支援・連携

対馬市商工会青年部対馬市社会福祉協議会 対馬青年の家

對馬次世代協議会青年農業者連絡協議会 桜雪Ma-u

その他各種関係団体佐須響心会

市民協働・交通対策課
　本事業は、人口減少に歯止めをかけるべく、
結婚を希望する島内外女性と島内男性との出会
いの場を創出し、出会いから交際、結婚まで導
くことで、人口減抑制とその後の出産による人
口増に寄与するため、実行委員会主催の婚活イ
ベントを開催するものです。また、商工会青年
部等、他団体が実施する同種イベントに対し、
共催事業として、人的、財政的支援も併せて実
施することとしています。

お知らせ ●補助対象
　・LED照明設備（交付要綱に定める要件を満たすLED照明設備であること）
　・薪ストーブ（薪を燃料として使用する暖房機で屋内で使用するもの）
　・ペレットストーブ（木質ペレットを燃料として使用する暖房機で屋内で使用するもの）
　※設備によって補助対象要件等が異なりますので、詳細は下記までお問い合わせください。
●補助金額
　・LED照明設備
　　補助対象経費の5分の2（上限50万円）
　・薪・ペレットストーブ
　　補助対象経費の3分の1（上限20万円）

●対象者
　主に以下の要件を満たすことが条件です。
　・本市に住所・事業所等を有する事業
　　者等
　・市税等を滞納していない者

【主な経費】
　●縁結びプロジェクト事業補助金
　　　　・・・・・・・・・・・・・・600万円 市内独身男女の解消、域外からの女性の流入・結婚による

出生者数の増加等による人口減少の抑制

《お問い合わせ先》未来創生課　☎0920-53-6111（IP電話 353-6111）
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対馬市景観計画（仮称）策定事業
908万円
政策推進課

　本市は平成20年度に景観行政団体へ移行していることから、本市
の景観特性を踏まえ、各地域が持つ良好な景観を保全・形成し、住み
やすいまちづくりを進めていくため、一定のルールを盛り込んだ対馬
市景観計画（仮称）を策定します。

【主な経費】
　●対馬市景観計画（仮称）策定業務委託
　　　　・・・・・・・・・・・・800万円
　●策定委員会開催経費・・・・・・82万円

【主な経費】
　●アドバイザー謝礼・・・・・80万円

国境離島新法制定に伴う活動推進負担金
100万円
未来創生課

　国境離島新法制定に伴い、民間主体による今後の国へ
の要望取りまとめ及び市、議会等と連携した要望活動、
意見交換等の活動などの取組みに対し支援を行います。

【主な経費】
　●国境離島新法制定に伴う活動推進負担金
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100万円

アドバイザー派遣支援事業
80万円

地域マネージャー事業
2,575万円

市民協働・交通対策課
　市民協働のまちづくりの重要な手法のひとつとして、地域マネー
ジャー並びに集落支援員制度を継続的に活用し、将来に向けた地域
づくりに取り組みます。

【主な経費】●集落支援員報酬等・・・・・・・・・・・・2,029万円
　　　　　　●集落支援員研修費・・・・・・・・・・・・・146万円
　　　　　　●集落支援員活動経費・・・・・・・・・・・・373万円
　　　　　　●先進地視察調査補助金・・・・・・・・・・・・27万円

　市民協働のまちづくりを推進するにあたり、地域の様々な課題に直面
している地域に対して所要の助言等を行うアドバイザーを派遣すること
により、当該地域の特性を生かした地域づくりの活動を支援します。

市民協働・交通対策課

国際交流事業
4,394万円

文化交流・自然共生課
　韓国人観光客の誘致や、スポーツ・文化活動等の交流事業
を行い、韓国をはじめとする東アジア都市との交流人口を増
やし、対馬の活性化を図ります。

【主な経費】●対馬釜山事務所運営経費・・・・・・・1,403万円
　　　　　　●国際交流員設置（韓国　２人）・・・・・969万円
　　　　　　●朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産登録推進事業負担金
　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・130万円
　　　　　　●国境マラソンIN対馬開催補助金・・・・・600万円
　　　　　　●対馬市、影島区行政・スポーツ交流事業・・・89万円
　　　　　　●韓国内対馬宣伝事業・・・・・・・・・・310万円
　　　　　　●つしま海道音楽祭運営補助金・・・・・・640万円

　朝鮮通信使関係資料のユネスコ記憶遺産登録を推進しています！
　平成28年3月30日にNPO法人朝鮮通信使縁地連絡協議会と韓国の
釜山文化財団による日韓共同申請書をユネスコへ提出、平成29年秋に
は、世界記憶遺産に登録される予定です。
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ふるさと納税返礼システム構築事業
837万円
未来創生課

　ふるさと納税について、寄付金額の増加・市内産業の活性化を図
るため、返礼品の導入にかかるシステム構築を行います。

【主な経費】
　●返礼品システム構築委託料・・・・・・・・・・・・・694万円
　●旅費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85万円
　●返礼品審査委員報酬及び費用弁償・・・・・・・・・・・58万円

U・Iターン推進事業
496万円

市民協働・交通対策課
　人口減少対策の一手としてU・Iターンを推進するため、
移住者の入居できる空き家の改修に関する補助、ホームペ
ージや紙媒体による広報を行うとともに、長崎県が設置し
た「ながさき移住サポートセンター」を共同運営していき
ます。

わがまち元気創出支援事業
1,011万円

市民協働・交通対策課
　これからのまちづくりは、まちづくりの基軸を「地域・地区」に置くこ
とや地域コミュニティの意識の形成・醸成、住民発意型のまちづくりへの
移行、NPO・ボランティア等の強化促進が必要であるため、このことを
目的とし市民が自ら考え、自らが実践する、市民が主役のまちづくりを推
進するため支援を行います。

【主な経費】
　●移住ホームページ作成・運用・・・・・・112万円
　●移住PRチラシ制作・・・・・・・・・・・100万円
　●ながさき移住サポートセンター負担金・・・84万円
　●空き家バンク登録家屋改修補助・・・・・200万円
　　（補助率1/2　上限額500千円）

【主な経費】
　●わがまち元気創出支援事業補助金
　　　　・・・・・・・・・1,000万円

お知らせ 地域のまちづくりを推進する場合、助成制度があります！

●事業主体
　市内各地区、市内にあるNPO法人等
●事業内容
　市民参画や協働による人づくり・まちづくりを推
　進するため、地区、NPO等が自ら考え、自ら実
　践する人づくり・地域づくり事業に対し事業費の
　補助を行います。
●補助対象事業
　報償費・旅費・消耗品費等需用費（食糧費は除く）・
　役務費・使用料・原材料費・備品購入費など

●補助限度額
　・市民特認事業
　　承認事業費から特定財源を差し引いた額の全額
　　※100万円が上限
　・認可事業
　　承認事業費から特定財源を差し引いた額に3/4
　　（地域づくり計画に基づく事業については9/10）
　　を乗じた額　※50万円が上限

　　いずれも備品購入費は算定が異なります。

しまぐらしキュレーター事業
471万円

市民協働・交通対策課
　移住希望者に対し、対馬市移住に対する動機付けを与える施策として、
対馬市の特徴的・魅力的な暮らしぶりを「島おこし協働隊」とともに外に
発信し、また、そのための情報を収集・整理、どこにどういった手法で情
報発信を行うかを検討し、実施していきます。

【主な経費】●島おこし協働隊（1人）人件費・・・・・・・・・・・328万円
　　　　　　●島おこし協働隊活動費・・・・・・・・・・・・・・143万円

《お問い合わせ先》市民協働・交通対策課　☎0920-53-6111（IP電話 353-6111）


